
名 称 所 在 地

西郷川河口公園 灘区摩耶海岸通

会下山公園 兵庫区会下山町

啓明学院西側法面 須磨区横尾

六甲アイランドＣＩＴＹウエストコート７番街 東灘区向洋町中

摩耶シーサイドプレイスイースト 灘区摩耶海岸通

ワコーレ須磨名谷 須磨区中落合

北須磨団地南法面 須磨区友が丘

アースシティ西神南団地 西区井吹台西町

湊川神社境内 中央区多聞通

県立総合リハビリテーションセンター 西区曙町

道路・河川沿いの植樹 星和台２丁目法面 北区星和台

神戸空港格納庫 中央区神戸空港

コトーコーポラス駐車場 須磨区白川台

西神中央ウェステージ 西区糀台

社会福祉法人こすもす ケアハウスこすもぴあ 東灘区魚崎南町

医療法人社団甲有会 アルテ石屋川 東灘区御影塚町

神戸共同印刷株式会社 兵庫区永沢町

銀水荘別館 兆楽屋上 北区有馬町

学校・公園の植樹 芦屋市立山手中学校旧バレーコート 芦屋市三条町

団地内の植樹 ネバーランド甲東園Ⅰ番館 緑地内 西宮市段上町

校園庭の芝生化 芦屋市立潮見幼稚園園庭 芦屋市潮見町

駐車場の芝生化 尼崎鉄工団地協同組合駐車場 尼崎市東海岸町

入江産商ビル 尼崎市尾浜町

サナ流通オフィス屋上 尼崎市次屋

青沼ビル 西宮市産所町

津戸商事屋上 西宮市西宮浜

伊丹市立北中学校 伊丹市清水

伊丹市立松崎中学校 伊丹市山田

伊丹市立稲野幼稚園 伊丹市昆陽

宝塚市山手台中央公園（近隣公園） 花のテラス 宝塚市山手台西

宝塚市立良元小学校 宝塚市小林

宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市野上

橋詰公園 川西市小花

シカラシ公園、アメリカフウ公園、ムクゲ公園、よつば会館 川西市けやき坂

コミュニティーガーデンふるる 三田市学園

三田市立弥生小学校法面 三田市弥生が丘

団地内の植樹 東急ドエル・アルス三田ウッディタウン中央敷地 三田市ゆりのき台

平成23年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所在地
県民局

緑化内容区分
実 施 箇 所

学校・公園の植樹
阪神北

屋上緑化、壁面緑化

神戸

屋上緑化、壁面緑化

阪神南

学校・公園の植樹

団地内の植樹

施設敷地内の植樹

駐車場の芝生化



名 称 所 在 地

平成23年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所在地
県民局

緑化内容区分
実 施 箇 所

市立伊丹病院 伊丹市昆陽池

せいれい逆瀬台デイサービスセンター 宝塚市逆瀬台

北陵多目的グラウンド 川西市丸山台

天王宮児童遊園地植栽工事 川西市小戸

武庫が丘交差点花壇 三田市武庫が丘

校園庭の芝生化 学校法人 宝塚厚生幼稚園 宝塚市旭町

グンゼ開発㈱宝塚駐車場 宝塚市売布ガ丘

北陵多目的グラウンド駐車場 川西市丸山台

医療法人社団星晶会あおい病院 伊丹市荒牧

認定こども園ＹＭＣＡ松尾台こども園屋上 川辺郡猪名川町松尾台

学校・公園の植樹 春日神社公園 加古川市加古川町本町

団地内の植樹 二見ハイツ 明石市二見町福里

太寺保育園 明石市太寺

えいの里保育園 明石市大久保町江井島字池下

ハンプティダンプティ保育園 明石市二見町西二見

平岡小学校 加古川市平岡町高畑

松陽中学校 高砂市松陽

県立東はりま特別支援学校 加古郡播磨町北古田

高崎邸駐車場 加古川市志方町成井

藪下月極駐車場 高砂市中島

池田邸駐車場 加古郡稲美町中村

屋上緑化、壁面緑化 パルコン土山ガーデンズ 加古郡播磨町北野添

施設敷地内の植樹 コープこうべ共同学苑 三木市志染町青山

えびす保育園 園庭 三木市宿原字寺之前

認定白竜こども園 園庭 加西市玉野町字真中

学校・公園の植樹 神河中学校 神崎郡神河町上岩

道路・河川沿いの植樹 安志北の台地区 入口のり面 姫路市安富町安志

姫路市立白鷺中学校校庭 姫路市本町

姫路市立広畑中学校校庭 姫路市広畑区小松町

三恵城山保育園園庭 姫路市夢前町宮置

桑田月極駐車場 姫路市広畑区才字竹ノ本

島田駐車場 姫路市飾磨区中島

河本駐車場 姫路市広畑区才蒲田

アルペンヒュッテ月極駐車場 姫路市書写

阪神北

北播磨
校園庭の芝生化

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化

中播磨

屋上緑化、壁面緑化

東播磨

施設敷地内の植樹

道路・河川沿いの植樹

駐車場の芝生化

校園庭の芝生化

駐車場の芝生化
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平成23年度県民まちなみ緑化事業 実施箇所一覧

所在地
県民局

緑化内容区分
実 施 箇 所

学校・公園の植樹 駅南第２公園 相生市

県立粒子線医療センター たつの市新宮町光都

稲荷神社 揖保郡太子町

兵庫県立龍野北高等学校 たつの市新宮町芝田

兵庫県立山崎高等学校 宍粟市山崎町加生

駐車場の芝生化 カナジ制服 たつの市龍野町富永

豊岡市立港西小学校校庭 豊岡市瀬戸

豊岡市立五荘小学校校庭 豊岡市中陰

豊岡市立三江小学校・幼稚園校園庭 豊岡市庄境字鎌田口

豊岡市立弘道小学校校庭 豊岡市出石町寺町

豊岡市立田鶴野小学校校庭 豊岡市野上

豊岡市立奈佐小学校校庭 豊岡市吉井

豊岡市立静修小学校運動場 豊岡市日高町道場

大屋小学校運動場 養父市大屋町山路

宿南小学校校庭 養父市八鹿町宿南

施設敷地内の植樹 はっぴいはうす敷地内 丹波市青垣町沢野

道路・河川沿いの植樹 おせん地蔵周辺花壇 丹波市山南町谷川字生田

前山保育園 丹波市市島町上竹田

認定こども園あおがき 丹波市青垣町沢野

淡路 駐車場の芝生化 東浦公民館駐車場 淡路市久留麻

○平成23年度緑化実績：91件（植樹本数：約25,000本、芝生化面積：約49,000㎡）

（備考）緑化区分の定義

施設敷地内の植樹

その他 土取り跡修景など

校園庭の芝生化 校庭の芝生化、園庭の芝生化

緑化区分 緑化内容

学校・公園の植樹 学校内の植樹、園庭の植樹、公園の緑化、緑地内の緑化など

校園庭の芝生化

屋上緑化、壁面緑化 屋上緑化、壁面緑化

団地内の植樹 団地の緑化、戸建住宅用地の植樹、マンションの植樹など

施設敷地内の植樹 施設内の植樹、工場の植樹、所有地内の植樹、駐車場の植樹など

駐車場の芝生化 駐車場の芝生化

道路・河川沿いの植樹 街路樹の植樹、法面・緑地の植樹など

丹波

西播磨

校園庭の芝生化

但馬 校園庭の芝生化


